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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信回線によりネットワーク上のサーバまたは他の放送受信装置と接続可能な放送受信
装置であって、
　現在放送中及び将来放送される複数の番組の番組情報が多重化された放送信号を受信す
る受信手段と、
　前記受信手段で受信した前記複数の番組の番組情報を用いて、番組表画面を生成する番
組表生成手段と、
　前記番組表生成手段で生成された番組表画面を表示部に表示する表示手段と、
　前記表示部に表示された番組表画面を介して、当該番組表画面に表示されている複数の
番組の中から、ユーザが他のユーザに推薦する任意の番組を一つ選択するための操作入力
を行ったことに応じて、選択された当該番組の推薦度の設定をユーザが行うための入力ウ
インドウを表示し、当該ウインドウを介して推薦度の設定を受け付ける設定手段と、
　前記選択された番組の番組情報と前記設定手段で設定された当該番組の推薦度を示す情
報とを関連付けて、推薦番組情報として記憶部に記憶する記憶手段と、
　前記記憶部に記憶された推薦番組情報を前記サーバまたは前記他の放送受信装置に対し
て送信する送信手段と、を有し、
　前記設定手段は、前記番組表画面を介して任意の一つの番組をユーザが選択した後に、
前記番組表画面が表示されている状態のまま前記入力ウインドウを前記表示部に表示し、
ユーザが当該入力ウインドウを介して推薦度を入力することで、選択された番組の推薦度
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を設定するとともに、番組の選択及び選択した当該番組に対する推薦度の設定を順次繰り
返し行うことで複数の番組に対する推薦度の設定を行うことを可能することを特徴とする
放送受信装置。
【請求項２】
　前記推薦番組情報は、前記番組情報と前記推薦度を示す情報とを、各情報の種類を識別
するための識別タグに関連付けて記述したファイルデータであることを特徴とする請求項
１に記載の放送受信装置。
【請求項３】
　前記番組表画面を介して、推薦度を設定する番組を前記選択手段によって選択する選択
モードの他に、所定の検索条件を設定し、設定した検索条件で前記番組情報を検索する検
索モードを有し、
　前記検索モードの場合には、前記検索条件を前記サーバまたは前記他の放送受信装置に
対して送信するか、または、前記検索条件を用いて検索した結果得られた番組の番組情報
を前記サーバまたは前記他の放送受信装置に対して送信するかをユーザに選択させる制御
を行う制御手段を有することを特徴とする請求項１に記載の放送受信装置。
【請求項４】
　通信回線によりネットワーク上のサーバまたは他の放送受信装置と接続可能な放送受信
装置の制御方法であって、
　現在放送中及び将来放送される複数の番組の番組情報が多重化された放送信号を受信す
る受信工程と、
　前記受信工程で受信した前記複数の番組の番組情報を用いて、番組表画面を生成する番
組表生成工程と、
　前記番組表生成工程で生成された番組表画面を表示部に表示する表示工程と、
　前記表示部に表示された番組表画面を介して、当該番組表画面に表示されている複数の
番組の中から、ユーザが他のユーザに推薦する任意の番組を一つ選択するための操作入力
を行ったことに応じて、選択された当該番組の推薦度の設定をユーザが行うための入力ウ
インドウを表示し、当該ウインドウを介して推薦度の設定を受け付ける設定工程と、
　前記選択された番組の番組情報と前記設定工程で設定された当該番組の推薦度を示す情
報とを関連付けて、推薦番組情報として記憶部に記憶する記憶工程と、
　前記記憶部に記憶された推薦番組情報を前記サーバまたは前記他の放送受信装置に対し
て送信する送信工程と、を有し、
　前記設定工程は、前記番組表画面を介して任意の一つの番組をユーザが選択した後に、
前記番組表画面が表示されている状態のまま前記入力ウインドウを前記表示部に表示し、
ユーザが当該入力ウインドウを介して推薦度を入力することで、選択された番組の推薦度
を設定するとともに、番組の選択及び選択した当該番組に対する推薦度の設定を順次繰り
返し行うことで複数の番組に対する推薦度の設定を行うことを可能することを特徴とする
放送受信装置の制御方法。
【請求項５】
　前記推薦番組情報は、前記番組情報と前記推薦度を示す情報とを、各情報の種類を識別
するための識別タグに関連付けて記述したファイルデータであることを特徴とする請求項
４に記載の放送受信装置の制御方法。
【請求項６】
　前記番組表画面を介して、推薦度を設定する番組を前記選択工程によって選択する選択
モードの他に、所定の検索条件を設定し、設定した検索条件で前記番組情報を検索する検
索モードを有し、
　前記検索モードの場合には、前記検索条件を前記サーバまたは前記他の放送受信装置に
対して送信するか、または、前記検索条件を用いて検索した結果得られた番組の番組情報
を前記サーバまたは前記他の放送受信装置に対して送信するかをユーザに選択させる制御
を行う制御工程を有することを特徴とする請求項４に記載の放送受信装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は放送受信装置及び放送受信装置の制御方法に関し、特に、複数の番組が多重さ
れた放送信号の処理に関する。
【０００２】
【従来の技術】
現在、日本で実施されているアナログ方式のテレビジョン放送及び衛星放送では、放送さ
れているチャンネルが少ないことから、所望の番組に基づくチャンネルを選択することは
容易である。
【０００３】
具体的には、新聞や雑誌等の番組表などの印刷物により所望の番組を探し、その番組が放
送されているチャンネルを選択するという選局方法や、友人などの会話の中から話題にな
った番組をチャンネル番号と放送開始時間を聞いて、それを記憶して、帰宅時にチャンネ
ルを選択するという選局方法が一般的に採用されている。
【０００４】
一方、デジタル伝送による衛星放送形態（デジタル放送）では、高能率圧縮符号化技術（
ＭＰＥＧ２規格）の採用によって、従来のアナログ方式の放送形態よりも大幅にチャンネ
ル数が増大する。つまり、１つのビットストリームに複数の番組が多重され、更に、この
ようなビットストリームが複数伝送されることから、全体として非常に多くの番組が放送
されることになる。
【０００５】
このため、多くの番組の中から視聴者が所望する番組を選択することは従来のアナログ放
送よりも容易ではない。そこで、デジタル放送においては、多数の番組から所望する番組
を容易に選択するために、放送局側は番組データに番組選択を行うための番組情報を付加
して送信するようにしている。
【０００６】
一方、受信側では受信データから付加された番組情報を分離し、且つこの番組情報に基づ
く画面を電子番組ガイド(Electronic Program Guide：以下EPG)として表示させる。視聴
者は、この表示画面を見ながら番組の選択を行い、選択した番組を選局装置によって選局
することにより、所望の番組の視聴を可能としている。
【０００７】
しかしながら、前述の通りデジタル放送においては膨大なチャンネル数が存在することか
ら、ＥＰＧを用いたデジタル放送の通常の選局方法では、希望する番組を特定するのに時
間がかかり過ぎて困難である。そこで、これを解決するために、多チャンネル番組の中か
らユーザの嗜好の番組のみをフィルタリング表示できる手法が望まれていた。
【０００８】
これを解決するために提案されている従来の方法は、番組選択の属性（ジャンル、出演者
、視聴制限、課金制限など）を用いた制限選局方法や、ユーザとの画面対話の入力手段を
設けて、ユーザの嗜好及び生活パターンなど番組選択を行うためのユーザ嗜好の知識デー
タベースを作成し、これを元にした最適な嗜好の番組をフィルタ抽出する方法なども提案
されている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
このような従来技術のいずれの場合も、ユーザ自身が積極的に嗜好の番組を探しに行く能
動型ユーザをターゲットしており、このタイプのユーザに対して快適な番組の選局手段の
提供という観点から成されたものである。
【００１０】
一方、視聴者の中には、このような能動型ユーザだけでなく、共通の嗜好を持つ友人など
から勧められた番組を見たいという受動型ユーザも数多く存在する。
【００１１】
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これは、現在のメディアの視聴率は伝聞効果や口コミ効果に影響されることが多い点から
も否定できない事実である。このような状況から、受動的ユーザの簡単・快適な選局とい
う要求を満たすためには、能動的な番組選択手法とは別の受動的な番組選択手法が望まれ
ていた。
【００１２】
また、このような受動型ユーザに対して、自分のお勧めテレビ番組を口頭ではなく、簡単
な手段で提供したいという情報提供型ユーザも存在するが、現在考えられているデジタル
テレビ受信装置では、このお勧め番組の提供手段が存在しなかった。
【００１３】
本発明は、以上の点を考慮してなされたもので、ユーザのお勧め番組の提供手段、ユーザ
が嗜好の番組を抽出するための番組制限の条件設定をすることなく、嗜好の番組を簡単に
見つけ出すことができるようにすることを目的とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　本発明の放送受信装置は、通信回線によりネットワーク上のサーバまたは他の放送受信
装置と接続可能な放送受信装置であって、現在放送中及び将来放送される複数の番組の番
組情報が多重化された放送信号を受信する受信手段と、前記受信手段で受信した前記複数
の番組の番組情報を用いて、番組表画面を生成する番組表生成手段と、前記番組表生成手
段で生成された番組表画面を表示部に表示する表示手段と、前記表示部に表示された番組
表画面を介して、当該番組表画面に表示されている複数の番組の中から、ユーザが他のユ
ーザに推薦する任意の番組を一つ選択するための操作入力を行ったことに応じて、選択さ
れた当該番組の推薦度の設定をユーザが行うための入力ウインドウを表示し、当該ウイン
ドウを介して推薦度の設定を受け付ける設定手段と、前記選択された番組の番組情報と前
記設定手段で設定された当該番組の推薦度を示す情報とを関連付けて、推薦番組情報とし
て記憶部に記憶する記憶手段と、前記記憶部に記憶された推薦番組情報を前記サーバまた
は前記他の放送受信装置に対して送信する送信手段と、を有し、前記設定手段は、前記番
組表画面を介して任意の一つの番組をユーザが選択した後に、前記番組表画面が表示され
ている状態のまま前記入力ウインドウを前記表示部に表示し、ユーザが当該入力ウインド
ウを介して推薦度を入力することで、選択された番組の推薦度を設定するとともに、番組
の選択及び選択した当該番組に対する推薦度の設定を順次繰り返し行うことで複数の番組
に対する推薦度の設定を行うことを可能することを特徴とする。
【００１５】
　本発明の放送受信装置の制御方法は、通信回線によりネットワーク上のサーバまたは他
の放送受信装置と接続可能な放送受信装置の制御方法であって、現在放送中及び将来放送
される複数の番組の番組情報が多重化された放送信号を受信する受信工程と、前記受信工
程で受信した前記複数の番組の番組情報を用いて、番組表画面を生成する番組表生成工程
と、前記番組表生成工程で生成された番組表画面を表示部に表示する表示工程と、前記表
示部に表示された番組表画面を介して、当該番組表画面に表示されている複数の番組の中
から、ユーザが他のユーザに推薦する任意の番組を一つ選択するための操作入力を行った
ことに応じて、選択された当該番組の推薦度の設定をユーザが行うための入力ウインドウ
を表示し、当該ウインドウを介して推薦度の設定を受け付ける設定工程と、前記選択され
た番組の番組情報と前記設定工程で設定された当該番組の推薦度を示す情報とを関連付け
て、推薦番組情報として記憶部に記憶する記憶工程と、前記記憶部に記憶された推薦番組
情報を前記サーバまたは前記他の放送受信装置に対して送信する送信工程と、を有し、前
記設定工程は、前記番組表画面を介して任意の一つの番組をユーザが選択した後に、前記
番組表画面が表示されている状態のまま前記入力ウインドウを前記表示部に表示し、ユー
ザが当該入力ウインドウを介して推薦度を入力することで、選択された番組の推薦度を設
定するとともに、番組の選択及び選択した当該番組に対する推薦度の設定を順次繰り返し
行うことで複数の番組に対する推薦度の設定を行うことを可能することを特徴とする。
【００１９】
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【発明の実施の形態】
図１に、本発明の実施の形態のシステム構成図を示す。
最初に、図１のシステム構成図における各ブロックの説明を行う。選局部１には、ＣＡＴ
Ｖや衛星放送、デジタル放送における放送信号が入力され、後述する制御部７からの制御
信号に基づいて、番組情報が含まれる受信データから所定の伝送チャンネルを選択（同調
）し、選択した伝送チャンネルの受信データを復調部２に出力する。
【００２０】
復調部２は、入力された受信データに放送形態に応じた復調処理を行うもので、例えばデ
ジタルデータを復調する場合には、デジタル復調処理を施した後にエラー訂正を行い分離
部３に出力する。分離部３は、上記復調部２の出力する信号を受け、解読した映像信号、
音声信号、データ信号を映像・音声処理部４及び番組情報抽出部６にそれぞれ出力する。
【００２１】
映像・音声処理回路４では、ＭＰＥＧ２方式により圧縮されている映像信号のデコード処
理を実行する。デコードされた映像信号は、画面合成部５の中にある少なくても表示画像
１面分の容量を持つフレームメモリに格納される。デコードされた音声信号は、Ｄ／Ａ変
換器においてデジタル／アナログ変換され、アンプを介してスピーカーに接続すれば音声
として出力できる。
【００２２】
一方、番組情報抽出部６は、分離部３からの出力信号から送信時に付加された番組情報を
抽出する。この場合、番組選択を行うのに必要な番組属性データも抽出され、抽出された
属性データを含む番組情報は制御部７へと供給される。
【００２３】
この番組属性データとは、放送信号に基づく番組の属性を示す情報であって、例えば番組
をジャンル別に分類するのに必要なジャンル情報や、番組の開始・終了時刻情報、伝送チ
ャンネル情報、有料放送等の放送サービス形態を示す情報、番組のシリーズ情報及び番組
の視聴可能な制限年齢情報等のデータである。また、送信される放送信号が有料放送であ
る場合には、課金を行うための課金情報等も該当する番組に付加される場合もある。
【００２４】
制御部７は、ＲＯＭ９に記憶されているプログラムに従って各種の処理を実行する。制御
部７は、論理ロジックのみで構成されていても、これはＣＰＵや並列演算が可能なメディ
アプロセッサであってもよい。
【００２５】
制御部７に対しては、リモートコマンダ１３-ａ或いは、キーボード１３-ｂの操作キーを
操作すると、リモートコマンダ１３-ａ、或いはキーボード１３-ｂによって赤外線信号が
出力され、この赤外線信号がＩＲ受信部１２により受光され、受光結果が制御部７に供給
される。
【００２６】
制御部７は、番組情報抽出部６が出力する番組属性データを取り込み、メモリ部１０に供
給して記憶させる。番組属性データは一定周期で伝送されてくるため、メモリ部１０には
常に最新の番組情報が保持される。
【００２７】
８は画面生成部であり、制御部７の描画命令により、BitBLtやＤＭＡ（direct memory ac
cess）などのアクセラレーション機能を用いて、画面合成部５の中にあるフレームメモリ
にＥＰＧ画面等のデータを展開する。前記BitBLt（bit block transfer）とはビットマッ
プデータを転送することであり、転送はメインメモリーとグラフィックスメモリーの間、
グラフィックスメモリー間で行うことができる。
【００２８】
また、ＲＯＭ９には必要に応じて文字フォントなどが格納されており、文字情報を画面に
展開するときに使用される。画面合成部５は、制御部７からのウィンドウ管理指示に基づ
き、表示アドレスの切り替えを行いながら内部のメモリから表示データを読み出し、映像
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・音声処理部４からの映像データと画面生成部８からの画像データとを適宜合成し、これ
らの合成画面を示すデータを表示デバイス１１に出力する。
【００２９】
また、画面合成部５は制御部７からの指示により、映像・音声処理部４からの映像データ
、または、画面生成部８からの画像データの一方を選択して表示デバイス１１に出力する
ことも可能である。
【００３０】
１１は表示デバイスであり、デバイスはマトリクス電極構造を持つフラットパネル（液晶
、プラズマ等）でも、ＣＲＴでも画像を表示するデバイスであれば何でもよい。
【００３１】
１４はモデム制御部で、双方向放送サービス、電子メールサービス、ＷＷＷサービスなど
様々なネットワークサービスとの接続を可能としている。１９は制御部７が外部機器と通
信できるようにするために設けられた周辺制御部で、パラレルポートでも、ＲＳ-２３２
ｃやＩＥＥＥ１３９４などのシリアルポートでもよい。
【００３２】
これにより、パソコン２０-ａやデジタルカメラ２０-ｂなどと接続することができる。以
上のような構成を持つ一方のＤＴＶ受信器Ａ１８は、モデム制御部１４を介してインタ一
ネット１５と接続され、このネットワーク上に有るＷＷＷサーバー１６や他のユーザの所
有する他方のＤＴＶ受信器Ｂ１７との接続が可能となる。
【００３３】
２１はハードディスク（ＨＤＤ）蓄積部で、分離部３で分離された映像・音声が多重され
たトランスポートストリーム（ＴＳ）を記憶することができる。そして、蓄積されたＴＳ
データを読み出し、映像・音声処理部４にてデコード処理することで、遅延再生、ダイジ
ェスト再生やタイムシフトなどの機能を実現できる。ＨＤＤ蓄積部２１に対するこれらの
機能は、リモートコマンダ１３-ａの指示に基づいて制御部７が制御することで実現可能
となる。
【００３４】
次に、上記構成を持つ本実施の形態のシステムにおいて特徴となる動作について、図２の
お勧め番組のエクスポート処理を示すフローチャートを用いて説明する。図２の処理は制
御部７によりＤＴＶ１８各部の回路を制御することで実現される。
【００３５】
最初のステップＳ１０１で、ユーザがのＥＰＧリモートコマンダ１３-ａの通常の番組選
択ボタンを押すと、次のステップＳ１０２で通常選択処理を行う。ここで、通常の選択処
理とは、画面生成部８により図３の通常の番組選択処理イメージに挙げた例のようなＥＰ
Ｇ画面を生成して表示デバイス１１上に表示し、このＥＰＧ画面上で選択カーソルを用い
て、自分の好みの番組を選択して表示させる処理である。
【００３６】
ユーザは、このＥＰＧ画面上においてリモートコマンダ１３-ａの移動キーを用いてカー
ソルを所望の番組位置に移動し、ステップＳ１０３でリモートコマンダ１３-ａの番組決
定ボタンをクリックすることにより、所望の番組を選択指定することができる。これによ
り、ステップＳ１０４で制御部７は選局部１に対して選局制御を行い、選択された番組の
画像表示処理を行う。
【００３７】
以上は、通常の番組選択処理である。次に、ユーザは自分が選択したお好みの番組を他の
ユーザに知らせることを実現するための手段について説明する。
【００３８】
ステップＳ１０１で、ユーザがリモートコマンダ１３-ａのお勧めの番組選択ボタンを押
すと、システムはお勧め番組の選択モードに移行する。ここからが本実施の形態のポイン
トとなる。
【００３９】
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ここで、ユーザはお勧め番組の選択方法をＥＰＧ画面上で直接選択するか否かを、ステッ
プＳ１０５で決定する。直接選択が指示された場合は、前述の如く画面生成部８により図
４の如きお勧め番組の選択処理イメージを生成し、このＥＰＧ画面上で選択カーソルを用
いて、お勧めとなる番組を１番組ずつ指定する。
【００４０】
ステップＳ１０６で、リモートコマンダ１３-ａの番組決定ボタンを押すことにより、お
勧め番組を選択指定することができステップＳ１０７に移行する。ここでは、選択指定さ
れた番組について放送局から送られてきた番組属性データを抽出するとともに、属性デー
タのユーザ設定を行う。この属性データはユーザが意図的に入力したお勧め番組のデータ
を意味している。
【００４１】
具体的には、図４に示したようなお勧め指数入カウィンドウを出力し、ユーザがお勧め度
を入力できるようにする。または、関連ＵＲＬ入力ウィンドウを出力し、番組と関連する
ＵＲＬを番組参照情報としてユーザが付記させる手段も与えている。図４では、キーボー
ド１３-ｂを用いて直接書き込む例を挙げているが、インターネットのＷｅｂブラウザか
ら直接指定したＵＲＬを反映させる方法であってもよい。
【００４２】
更には、お勧めコメント入力ウィンドウを出力し、放送局が送ってきた番組情報に対して
、ユーザが更にコメントを追加する手段も与えている。このように、ステップＳ１０７で
ユーザが意図的に追加したお勧め番組属性データと、放送局から送られてきた属性データ
の中から抽出された番組属性データは、「ユーザ＋放送局」のお勧め番組属性データとし
て、ステップＳ１０８でメモリ部１０に記憶される。
【００４３】
このステップＳ１０６からステップＳ１０８の各ステップは、お勧め番組のすべてがリス
トアップされるまで繰り返し行われる。ステップＳ１０９でお勧め番組の直接選択をやめ
ると判断した場合は、リモートコマンダ１３-ａによりその旨を指示し、ステップＳ１１
０で画面生成部８によりお勧め番組のピックアップリスト画面を生成し、表示デバイス１
１上に表示する。
【００４４】
ここでは、ユーザのピックアップした番組の一覧を画面表示させ、登録の番組の削除、追
加がピックアップリストを画面上でできるようにする。追加、或いは、ユーザがステップ
Ｓ１０７で設定した番組属性の変更を行う場合は、ステップＳ１１１でお勧め番組のピッ
クアップリストを決定しなければ、上記で説明したステップＳ１０６からステップＳ１０
９のステップで追加修正ができる。
【００４５】
即ち、ステップＳ１１１でリモートコマンダ１３-ａによりピックアップリストの変更が
指示された場合、制御部７は画面生成部８に対して再び図４の画面を生成し、表示デバイ
ス１１に表示するよう制御信号を出力する。
【００４６】
また、ステップＳ１１１で、お勧め番組のピックアップリストを決定した場合は、ステッ
プＳ１１２に移行し、お勧め番組のピックアップリスト情報を生成する。ピックアップリ
スト情報とは、このお勧め情報を他のユーザが受け取ったときに、誰が、どういうピック
アップされた番組情報を作ったのかを簡単に認識させるための付加情報である。
【００４７】
具体的には、制御部７により画面生成部８を制御して図４に示した書き込みウィンドウを
表示デバイス１１上に出力し、お勧めピックアップリストを作成したユーザがどのような
観点からお勧め番組を抽出したのかというコメントを、キーボード１３-ｂを用いて直接
入力する。
【００４８】
また、このピックアップリスト情報を誰が作ったものかを容易に判断できるようにするた
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めのイメージアイコンデータを作成する。顔の知れた仲間に渡す場合は、デジタルカメラ
２０-ｂなどで撮ったイメージを制御部６がイメージアイコンデータとして加工して使う
ことがより有効となる。
【００４９】
また、不特定多数のユーザに渡す場合は、パソコン２０-ａなどでインターネットの個人
のホームページなどで使われているバナーなどを作成することが有効である。このように
作成されたお勧め番組のピックアップリスト情報はメモリ部１０に書き込まれる。
【００５０】
次に、ステップＳ１１３で前述したすべての情報をまとめた番組直接指定エクスポートフ
ォーマットファイルを作成する。このファイルの様子を図５に示す。
内容は、主に３つの情報からなっている。
これについて、簡単に説明する。
【００５１】
（１）は作成者情報である。これは、お勧め番組の作成者名で、作成者が事前登録されて
いるようなシステムの場合は、制御部７が自動的に作成し、そうでない場合は、ユーザが
キーボード１３-ｂにより入力する。
【００５２】
（２）は作成日情報である。これは、お勧め番組の作成日で、システムのタイマーを参照
して、制御部７が自動的に作成する。
【００５３】
（３）はアイコンデータ情報である。これは、作成者のバナー、或いは、キャプチャーし
たイメージで、ステップＳ１１２で作成したものが付加される。
【００５４】
（４）はピックアップリスト情報である。これは、作成者が入力した作成内容のコメント
で、ステップＳ１１２で作成したものが付加される。
【００５５】
（５）は適合サービス情報である。これは、お勧めを作成した「ＳｋｙＰｅｒｆｅｃｔＴ
Ｖ」などの放送事業者名で、この放送事業者と同じサービスを受けているユーザは、この
お勧め番組情報を利用できる。これは、制御部７が自動的に作成する。
【００５６】
（６）は適合期間情報である。これは、ピックアップされたお勧め番組の適合期問で、ピ
ックアップされた番組の日付時間の最初と最後を制御部７がチェックし、自動的に作成す
る。
【００５７】
（７）は登録番組数情報である。これは、ピックアップされたお勧め番組の数で、ピック
アップされた番組の数を制御部７がチェックし、自動的に作成する。
【００５８】
（８）は番組名である。
（９）は放送日・時間（開始時間、終了時間）である。
（１０）はチャンネル番号である。
（１１）はジャンルである。
（１２）はＰＰＶ(Pay Per View)の有無情報である。
（１３）は視聴制限の有無情報である。
（１４）はシリーズ番組の有無情報である。
【００５９】
これら（８）～（１４）の各情報は、番組情報抽出部６により抽出された番組属性データ
のうち、ステップＳ１０６にて選択された番組の番組属性データを用いて、制御部７が自
動的に作成する。
【００６０】
（１５）はお勧め指数情報である。これは、図４で作成者がお勧め指数入カウィンドウか
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ら入力したお勧め度で、ステップＳ１０７でユーザが作成したものが付加される。
【００６１】
（１６）は関連リンクＵＲＬ情報である。これは、図４で作成者が関連ＵＲＬ入力ウィン
ドウから入力したＵＲＬ情報で、ステップＳ１０７でユーザが作成したものが付加される
。
【００６２】
（１７）はお勧めコメント情報である。これは、図４で作成者がお勧めコメント入力ウィ
ンドウから入力したお勧めコメントで、ステップＳ１０７でユーザが作成したものが付加
される。
【００６３】
以上の（１５）～（１７）は、ユーザのお勧め番組選択時に、ユーザが新規の属性として
付加するものであり、本実施の形態特有の番組属性でもある。このようなコンテンツ情報
は（７）で示したピックアップされた登録番組数分作成される。
【００６４】
この番組直接指定エクスポートフォーマットファイル中の（１）～（１７）は、このファ
イルの出力先で記述スタイルの認識が容易になるように、識別ダグとともに記述されるよ
うに定義されている。以上がユーザのお勧め番組の直接選択方法による処理である。
【００６５】
次に、ステップＳ１０５でＥＰＧ画面上の直接選択をしないと判断した場合の例について
説明する。
この場合は、ステップＳ１１４でお勧め番組の検索条件選択をするかを判断する。リモー
トコマンダ１３-ａにより検索条件選択の指示があった場合は、制御部７は画面生成部８
により検索条件入力画面を生成するよう制御信号を出力し、ステップＳ１１５で検索条件
の入力を行う。
【００６６】
本実施の形態では、ジャンルや出演者などの放送による抽出できるあらゆるパラメータの
論理演算式をユーザが指定することにより、その指定条件に基づいて放送番組をフィルタ
リングする機能を持っており、ここではこの検索条件をリモートコマンダ１３-ａまたは
キーボード１３-ｂにより入力する。また、この方法については、インターネットの検索
方式と同じ方法が応用できる。
【００６７】
ステップＳ１１６では、この検索条件に基づいてフィルタリングされた結果を示す画面を
画面生成部８により生成し、表示デバイス１１上に表示する。ユーザがステップＳ１１７
でこの検索内容がお勧めであると判断した場合、検索条件で出力するかどうかを決定する
。
【００６８】
検索条件で出力しないと判断した場合（例えば、現在の検索条件では検索する日によって
検出される番組が変化する可能性があるので、現時点で検索した結果検出された番組のみ
をお勧め番組として出力したい場合）はステップＳ１１８に進み、番組情報抽出部６によ
り抽出された番組属性データのうち、検索条件に基づいて検出された番組に関する番組属
性データを選択してメモリ１０に記憶する。
【００６９】
この後は、前記ステップＳ１１２とステップＳ１１３と同様の処理を行うが、前述の処理
と違う点は、図５のファイルにおいて、（１５）～（１７）のユーザによる新規の属性が
付加されていないことである。
【００７０】
また、ユーザがステップＳ１１７で検索条件で出力すると判断し、リモートコマンダ１３
-ａによりその旨が指示されると、ステップＳ１１９でお勧め番組のピックアップリスト
情報を生成する。この作業はステップＳ１１２と同様である。
【００７１】
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次に、ステップＳ１２０で検索条件指定エクスポートフォーマットファイルを作成する。
このファイルの様子を図６に示す。内容は主に３つの情報からなっている。これについて
説明すると、（１）～（５）は図５のフォーマットと同じように作成される、図５と異な
る点は、コンテンツ情報の部分が（１８）の検索条件で記述される点のみである。
【００７２】
検索条件指定エクスポートフォーマットファイル中の（１）～（５）及び（１８）は、こ
のファイルの出力先で記述スタイルの認識が容易になるように、識別タグとともに記述さ
れるように定義されている。以上がユーザのお勧め番組の検索条件選択方法による処理で
ある。
【００７３】
このように作成された２種類のファイルは、いずれの場合もステップＳ１２１で出力され
る。この出力処理方法は以下のようなものが考えられる。
【００７４】
１つは、制御部７にプリインストールされたＷＷＷブラウザからモデム制御部１４を経由
してＷＷＷサーバー１６に出力し、このＷＷＷサーバー１６にあらかじめ開設してある自
分のホームページ上に各ファイルを登録する方法である。これにより、不特定多数のユー
ザに自分のお勧め番組を送信できる新たなサービスが実現できる。
【００７５】
２つ目は、制御部７にプリインストールされた電子メールソフトを用い、送信アドレス指
定をしてメールの添付情報としてモデム制御部１４により送信する方法である。例えば、
ＤＴＶ１７のアドレスを指定し、ＤＴＶ１８からＤＴＶ１７へ送信する。これにより、特
定のユーザに自分のお勧め番組を送信できる新たな機能が実現できる。これは、インター
ネットや携帯電話を用いて実現することができる。
【００７６】
また、３つ目は、周辺制御部１９に接続される外部の記録メディア、例えばメモリカード
や光磁気ディスク等に各お勧め番組ファイルを記憶し、ユーザが直接他のユーザに渡す方
法である。
【００７７】
この方法では、ユーザは直接お勧め番組データを持ち出すことができるので、外出先に自
分の見たい番組の情報を持ち出す、或いは、友人にお勧め番組の情報を直接渡すといった
使い方が可能となる。
【００７８】
次に、このようにＤＴＶ１８から出力されたお勧め番組データを、ＤＴＶ１７により受信
して番組選択を行う場合の処理について説明する。なお、ＤＴＶ１７の構成は、ＤＴＶ１
８の構成と同様であるため、以下の動作は図１のブロック図を用いて説明する。
【００７９】
図８は、受信したお勧め番組データを用いて番組選択を行う際の制御部７による制御動作
を示すフローチャートである。
まず、ステップＳ２０１において、ユーザがリモートコマンダ１３-ａによりお勧め番組
受信モードを指示したか否かを検出し、ユーザがリモートコマンダ１３-ａでお勧め番組
インポートモードを選択しない場合は、制御部７は通常の番組選択モードと判断し、図２
のステップＳ１０２以降の動作により通常の番組選択を行う。
【００８０】
また、ステップＳ２０１でユーザがお勧め番組受信モードを選択した場合は、ステップＳ
２０２のエクスポートフォーマットファイルの受信処理に移行する。
ここからが本実施の形態のポイントとなる。
【００８１】
ここでの実際のユーザの行う動作は、エクスポートファイルの取得とシステムヘの取り込
みである。エクスポートファイルを取得する方法は２通り考えられる。
【００８２】
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１つは、制御部７にプリインストールされたＷＷＷブラウザからモデム制御部１４を経由
して、ＷＷＷサーバー１６に公開されているお勧め番組提供者ホームページ上から取得す
る方法である。
【００８３】
もう１つは、制御部７にプリインストールされた電子メールソフトによりモデム制御部１
４を経由して、エクスポートファイルの出力先ユーザ（ＤＶＴ）からユーザのアドレス指
定がなされたメールの添付情報として受信する方法である。
【００８４】
いずれの場合も、受信されたエクスポートファイルは制御部７によりメモリ部１０に書き
込まれる。この動作は、ステップＳ２０３で受信処理の完了をユーザが確定するまで続け
られる。よって、１つ以上のエクスポートフォーマットファイルが取り込まれる可能性も
ある。
【００８５】
このように各種の取得手段によりエクスポートファイルを取得してメモリ１０に記憶し、
ユーザによりお勧め番組リスト表示の指示があると、ステップＳ２０４において、このよ
うに１つ以上のエクスポートフォーマットファイルからユーザがお勧め番組の選択支援画
面を作成し、表示デバイス１１上に表示させる。
【００８６】
図７に、お勧め番組リスト選択画面を示す。
制御部７はお勧め番組リスト表示の指示を受けると、図５及び図６に示したエクスポート
フォーマットファイルをメモリ部１０から読み出し、画面生成部８を制御してお勧め番組
リストの表示画面を生成する。
【００８７】
即ち、メモリ１０から読み出したデータが番組直接指定エクスポートフォーマットファイ
ルの場合は、直接指定インポート番組表示ウィンドウ（図７の例では２件）を、検索条件
指定エクスポートフォーマットファイルの場合は、検索条件指定インポート番組表示ウィ
ンドウ（図７の例では１件）を生成し、これら各ウィンドウを同一画面に表示する。
【００８８】
これらのウィンドウ表示とともに受信したお勧め番組リストの件数も表示する。各ウィン
ドウの中身は、アイコンデータ、作成者、適合期間、お勧め番組敷、コメントで構成され
ている。それぞれの情報は図５、図６のエクスポートフォーマットファイルの（１）作成
者（３）アイコンデータ（４）ピックアップリスト情報（５）適合サービス名（６）適合
期間（７）登録番組数などの識別タグを制御部７が認識し、図７のような画面構成に基づ
き画面生成部８に描画命令を行うことで画面表示させている。
【００８９】
また、検索条件指定エクスポートフォーマットファイルについては、（６）適合期間、（
７）登録番組数の識別タグが定義されないので、ウィンドウ内には当然ながら内容は表示
されない。
【００９０】
ステップＳ２０６において、ユーザはこの画面を見ながら自分が見たいと思うお勧め番組
をお勧め番組リスト選択画面上で選択力一ソルを用いて指定する。ステップＳ２０６でお
勧め番組リストを決定した場合、ステップＳ２０７に処理は移行し、これ以降インポート
されたお勧め番組リストのシステム上での適合性のチェックを行う。
【００９１】
ステップＳ２０７では、サービスの適合性のチェックを行う。ここでは、ステップＳ２０
６の選択されたお勧め番組のエクスポートフォーマットファイルの識別タグ＜（５）適合
サービス名＞に記述されたサービスがＤＴＶ１７にて利用可能な放送サービスと適合する
かを制御部７がチェックする。
【００９２】
ステップＳ２０８で、サービス適合性に問題ありと判断された場合は、ステップＳ２１８
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で不適合メッセージ出力を行う。例えば、ＤＴＶ１７にて利用可能な放送サービスが「Sk
y　Perfect　TV」であるのに、インポートされたお勧め番組が「Direct　TV」対応で作成
されたものである場合、このお勧め番組リストに従う番組選択を行う意味を持たなくなっ
てしまうので、この場合はユーザにその状態を画面上で通知し、別のお勧め番組リストを
選択させる処理を行う。
【００９３】
ステップＳ２０８でサ一ビス適合性に問題なしと判断された場合は、ステップＳ２０９に
移行し、指定されたお勧め番組リストの形式のチェックを行う。リスト形式が番組直接指
定形式と判断された場合は、ステップＳ２１１に移行し、最新の放送データによる更新を
行う。
【００９４】
具体的には、お勧め番組リストに登録されたすべての番組の識別タグ＜（９）放送日・時
間＞に記述された内容と番組情報抽出部６により得られた最新の番組属性データとを制御
部７が比較し、野球中継の延長により起こり得るタイムシフトの変更が有った場合は、情
報を更新する処理を行う。
【００９５】
次に、ステップＳ２１２に移行し、インポート期問の適合性のチェックを行う。
ここでは、識別タグ＜（６）適合期間＞に記述された適合期問がＤＴＶ１７の現在の日付
時間と適合するかを制御部７がチェックする。
【００９６】
具体的には、お勧め番組の適合期間が過ぎてしまった番組が１つでもある場合は、ステッ
プＳ２１３でインポート期間の適合性に問題ありと判断され、ステップＳ２１９に移行す
る。ここで、すべて不適合と判断された場合（すべてのお勧め番組が既に放送されてしま
っている場合）は、ステップＳ２１８で不適合メッセージ出力を行い、ユーザにその状態
を画面上で通知し、別のお勧め番組リストを選択させる処理を行う。
【００９７】
ステップＳ２１９で一部のお勧め番組のみが既に放送されてしまっている場合は、ステッ
プＳ２２０に移行し、適合期問内に該当する番組のみをピックアップし、それ以外をお勧
め番組として表示しないことを画面上でメッセージ出力する。
【００９８】
この場合とステップＳ２１３でインポート期間の適合性に問題なしと判断された場合（お
勧め番組が未だ放送されていない場合）は、ステップＳ２１４に移行しＰＰＶ適合性のチ
ェックを行う。
【００９９】
ここでは、ピックアップ登録されたすべての番組の識別タグ＜（１２）ＰＰＶの有無＞に
記述された内容とユーザの現在のＰＰＶ契約状況を制御部７が比較し、ＰＰＶ契約がされ
ていない番組が１つでもある場合は、ステップＳ２１５でＰＰＶの適合性に問題ありと判
断され、ステップＳ２２１に移行する。
【０１００】
ここでは、お勧め番組の中で、ＰＰＶの契約をしないと視聴できない番組をリストアップ
してユーザに警告メッセージを画面出力し、注意を促す処理のみを行う。
【０１０１】
この場合とステップＳ２１５でＰＰＶの適合性に問題なしと判断された場合（お勧め番組
のすべてのＰＰＶ番組の契約を既にユーザが完了している、或いは、お勧め番組にはＰＰ
Ｖ番組が含まれていない場合）は、ステップＳ２１６に移行し視聴制限の適合性のチェッ
クを行う。
【０１０２】
ここでは、ピックアップ登録されたすべての番組の識別タグ＜（１３）視聴制限の有無＞
に記述された内容とユーザの登録した現在の年齢を制御部７が比較し、システムが事前に
認識しているユーザの年齢では視聴制限されてしまう番組が１つでもある場合は、ステッ
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プＳ２１７で視聴制限の適合性に問題ありと判断され、ステップＳ２２２に移行する。
【０１０３】
ここでは、お勧め番組の中で、ユーザの年齢によって視聴できない番組をリストアップし
てユーザに警告メッセージを画面出力し、注意を促す処理のみを行う。この場合とステッ
プＳ２１７で視聴制限の適合性に問題なしと判断された場合は、ステップＳ２２３に移行
し適合性チェック後のインポート処理を行う。
【０１０４】
なお、これらの適合性チェック処理は、受信した番組情報データ以外に、ＨＤＤ値軌跡部
２１に記憶されている映像・音声データに対しても行うことができる。
【０１０５】
前述のステップＳ２１１からステップＳ２２３までのステップは、ステップＳ２０９で選
択したお勧め番組リストが番組直接指定形式であった場合の処理である。ステップＳ２０
９で検索条件指定形式と判断された場合は、ステップＳ２１０に移行し検索条件によるフ
ィルタ処理を行う。
【０１０６】
具体的には、受信したお勧め番組リストに記述された検索条件と番組情報抽出部６により
得られた最新の番組情報データとを用い、この検索条件を満たす番組のみを検索かつ抽出
してメモリ部１０に書き込みを行う。
【０１０７】
このフィルタリング方法においては、本実施の形態の主旨とは異なるのでここでは詳述し
ない。この後は、ステップＳ２１４に処理ステップがジャンプし、以降の処理ステップ（
ステップＳ２２３までのステップ）は上述した番組直接指定形式と同様である。
【０１０８】
次に、ステップＳ２２３の適合性チェック後のインポート処理について、図９の適合性チ
ェック後におけるインポート処理のフローチャートを用いて詳細に説明する。
【０１０９】
ステップＳ３０１では、前述の適合性のチェックにパスした番組のリストをメモリ部１０
に書き込む。次に、ステップＳ３０２では、日付の昇順にソートした適合性チェック番組
のリストを画面上に表示させる。
【０１１０】
ユーザは、このリスト表示を見てステップＳ３０３でこのリストアップされたお勧め番組
のすべてを選局対象にしたい場合はステップＳ３１１に移行し、ユーザが更なる絞り込み
をしたい場合は、ステップＳ３０４以降のピックアップ番組のソート表示による絞り込み
支援モードに移行する。
【０１１１】
ステップＳ３０４でお勧め度別ソートを選択した場合は、ステップＳ３０５に移行し、制
御部７はメモリ部１０からピックアップデータを読み込み、エクスポートファイル作成時
に、ユーザがお勧め度を入力したときに付加された、識別タグ＜（１５）お勧め指数情報
＞に記述された指数（本実施の形態では５段階評価）を参照して、ステップＳ３０５で図
１０に示したお勧め度別ソート表示を行う。
【０１１２】
ちなみに、このお勧め度別ソート表示ができるのは、ステップＳ２０９でインポート形式
が番組直接指定形式と判断された場合に限り可能で、検索指定形式と判断された場合は、
このステップは無視される。
【０１１３】
また、ステップＳ３０６でジャンル別ソートを選択した場合は、ステップＳ３０７に移行
し、制御部７はメモリ部１０からピックアップデータを読み込み、エクスポートファイル
作成時に、受信データより自動的に付加された、識別タグ＜（１１）ジャンル＞に記述さ
れたジャンル内容を参照して、ステップＳ３０７で図１１に示したジャンル別ソート表示
を行う。
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【０１１４】
更に、ステップＳ３０８で料金制限別ソートを選択した場合は、ステップＳ３０９に移行
し、制御部７はメモリ部１０からピックアップデータを読み込み、エクスポートファイル
作成時に、受信データより自動的に付加された、識別タグ＜（１２）ＰＰＶの有無＞に記
述されたＰＰＶ内容（ＰＰＶ番組の場合は料金情報などを）を参照して、ステップＳ３０
９で図１２に示した料金制限別ソート表示を行う。
【０１１５】
いずれの場合も、ステップＳ３１０でユーザは画面を見ながら自分が必要ないと思うお勧
め番組（番組グループ）を、ソート表示された画面上で図中に示した選択カーソルを用い
て削除指定をすることができる。そして、削除対象とされた番組はメモリ部１０からも削
除される。
【０１１６】
このような絞り込み処理は、ステップＳ３０３でユーザが更なる絞り込みが不必要と判断
するまで続けることができ、本実施の形態では３種類のソートパターンを組み合わせた絞
り込みも可能である。
【０１１７】
ステップＳ３０３でユーザの更なる絞り込みが不必要と判断された場合はステップＳ３１
１に移動する。ステップＳ３１１では最終的な絞り込みがされた番組のリストがメモリ部
１０に書き込まれる。
【０１１８】
ステップＳ３１２で、ユーザにより、この絞り込みリストを用いてインポートＥＰＧの表
示の指示があると、ステップＳ３１３に移行し、制御部７がメモリ部１０から最終的に絞
り込んだ番組を読み出す。
【０１１９】
そして、絞り込んだ番組のデータと、番組情報抽出部６により抽出された番組情報データ
とに基づき、画面生成部８により図１３のようなインポートＥＰＧ画面を生成し、表示デ
バイス１１に表示させる。図１３の表示画面において通常のＥＰＧ画面との大きな違いは
、お勧め番組以外はブラックアウトし表示はさせていない点である。
【０１２０】
更には、お勧め度、番組に関連するＵＲＬ、ユーザによるお勧めコメントなどのユーザ番
組情報が、受信した番組情報と混在して追加されている点である。このようなユーザ番組
情報は、図５のエクスポートフォーマットファイルの（１５）お勧め指数情報、（１６）
関連リンクＵＲＬ情報、（１Ｉ７）お勧めコメント情報の識別タグを制御部７が認識する
ことで画面表示が可能となっている。
【０１２１】
しかし、インポート形式が検索条件指定形式であった場合は、これらの情報が含まれてい
ないので、表示されない。このインポートＥＰＧ画面においても、ユーザはこの画面上に
おいてリモートコマンダ１３-ａの移動キーを用いてカーソルを所望の番組位置に移動し
、リモートコマンダ１３-ａの番組決定ボタンをクリックすることにより、所望の番組を
選択指定することができ、これにより制御部７は選局部１に対して選局制御を行い、選択
番組の表示処理が可能となる。
【０１２２】
前述の実施形態では、お勧め番組をＥＰＧ画面として表示する際、お勧め番組以外の部分
はブラックアウトした形で表示していた。しかし、通常のＥＰＧも見ることができ、且つ
、お勧め番組の情報もあわせて確認することもできるＥＰＧを望むユーザも考えられる。
【０１２３】
そこで、第２の実施形態として、放送信号から抽出した番組情報データと外部から受信し
たお勧め番組とを同一画面で合わせて表示する場合について説明する。以下、図１４のフ
ローチャートを用いて本実施の形態におけるＥＰＧ画面の生成処理について説明する。
【０１２４】



(15) JP 4603660 B2 2010.12.22

10

20

30

40

50

図１４は、本実施の形態において制御部７によるＥＰＧ画面の表示処理を説明するための
フローチャートである。このフローチャートの処理は、図９のステップＳ３１３において
、インポートＥＰＧの表示指示があった場合に実行されるものである。
【０１２５】
まず、最初のステップＳ４０１において、制御部７はメモリ部１０より番組情報データを
読み出す。ここで読み出す番組情報データは、受信した放送信号より番組情報抽出部６に
より抽出され、メモリ部１０に記憶されていた番組情報データである。
【０１２６】
次に、ステップＳ４０２において、読み出された番組情報データに基づき、この番組情報
データに記述されている番組の中から前記図９のフローチャートにて得られたお勧め番組
と一致するものを検索する。
【０１２７】
前記ステップＳ４０２において一致する番組がない場合、ステップＳ４０４において通常
のＥＰＧ画面を表示する。
また、ステップＳ４０２においてお勧め番組と一致する番組がある場合、ステップＳ４０
３に進み、お勧め番組であることが明確にわかるよう特殊ＥＰＧ画面を表示する。
【０１２８】
このような特殊ＥＰＧ画面として、例えば、図１５に示すように、お勧め番組のみフォー
カス枠をつけて表示する形態がある。図１５では、お勧め番組リストに記述されているお
勧め指数を示すアイコンを生成し、該当するお勧め番組のエリアに番組情報と多重して表
示している。このような表示を行うことで、ユーザに幅広い番組選択情報を提供すること
が可能となる。
【０１２９】
また、特殊ＥＰＧ画面の他の例として、図１６のように、お勧め番組の表示エリアの輝度
を他の番組の表示エリアの輝度よりも高くする形態もある。この場合にも、各お勧め番組
のお勧め指数アイコンを該当する番組情報の表示エリアに多重して表示している。
【０１３０】
この他、お勧め番組エリアを点滅表示させてもよい。本実施の形態は、このように、お勧
め番組と通常の番組とを同一のＥＰＧ画面にて表示した。そのため、お勧め番組用のＥＰ
Ｇ画面と通常のＥＰＧ画面とを切り替えて表示する必要がなく、極めて使い勝手がよいも
のである。
【０１３１】
前述の第２の実施形態では、放送信号から抽出した番組情報と外部より受信したお勧め番
組とを同一のＥＰＧ画面で表示している。これに対し、本実施の形態では、ユーザの指示
により選択された番組、或いは、条件検索の結果選択された番組と、外部より受信したお
勧め番組とを同一のＥＰＧ画面上に表示するものである。
【０１３２】
以下、図１７のフローチャートを用いて本実施の形態のＥＰＧ画面処理について説明する
。
図１７は、本実施の形態における制御部７によるＥＰＧ画面の表示処理を説明するための
フローチャートである。このフローチャートは、第２の実施形態と同様、図９のステップ
Ｓ３１３において、インポートＥＰＧの表示指示があった場合に実行されるものである。
【０１３３】
まず、最初のステップＳ５０１において、制御部７は、メモリ部１０より番組情報を読み
出す。ここで読み出す番組情報とは、図２のフローチャートで説明したように、お勧め番
組の直接選択の動作、或いは、お勧め番組の条件検索による選択動作により受信装置内部
にて番組のフィルタリングを行った結果、メモリ部１０に記憶されたお好み番組情報であ
る。
【０１３４】
次に、ステップＳ５０２では、読み出した番組情報に含まれる各番組と、図９にて絞り込
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まれたお勧め番組とが一致するかを検出し、一致する場合にはステップＳ５０３において
特殊ＥＰＧ画面の処理を行う。ここでは、この一致する番組について、お勧め度を示すア
イコンを付加すると共に、表示輝度を高くする処理を行う。
【０１３５】
また、ステップＳ５０２においてお勧め番組と一致しない場合には単なるお好み番組であ
ると判断し、ステップＳ５０４においてお好みＥＰＧ画面の処理を行う。ここでは、お好
み番組について、低輝度表示の処理を行う。
【０１３６】
そして、ステップＳ５０５において、メモリ部１０に記憶されているお好み番組全てにつ
いての処理が終了したと判断したら、ステップＳ５０６において、お勧め番組とお好み番
組以外の番組エリアをブラックアウトする処理を行い、番組情報抽出部６により得られた
番組情報データを用いて最終的なＥＰＧ画面を生成して表示する。
【０１３７】
本実施の形態におけるＥＰＧ画面の表示例を図１８に示す。
図１８のように、ユーザのお好み番組をベースにＥＰＧ画面を構成し、お好み番組が外部
より受信したお勧め番組と一致していることが明確に分かるようなＥＰＧ画面を構成する
ことで、ユーザのお好み番組に基づく番組選択に優先度をつけることができ、番組選択の
絞り込みが容易になる。
【０１３８】
また、図１７の処理において、ステップＳ５０４の処理をなくし、図１９のように、お好
み番組の中でお勧め番組と一致するもののみをＥＰＧ画面で表示してもよい。
【０１３９】
本発明は複数の機器（例えば、ホストコンピュータ、インタフェース機器、リーダ、プリ
ンタ等）から構成されるシステムに適用しても１つの機器からなる装置に適用してもよい
。
【０１４０】
また、前述の実施形態の機能を実現するように各種のデバイスを動作させるように、各種
デバイスと接続された装置或いはシステム内のコンピュータに対し、前記実施形態の機能
を実現するためのソフトウェアのプログラムコードを供給し、そのシステム或いは装置の
コンピュータ（ＣＰＵ或いはＭＰＵ）に格納されたプログラムに従って各種デバイスを動
作させることによって実施したものも、本発明の範疇に含まれる。
【０１４１】
また、この場合、前記ソフトウェアのプログラムコード自体が前述した実施の形態の機能
を実現することになり、そのプログラムコード自体、およびそのプログラムコードをコン
ピュータに供給するための手段、例えばかかるプログラムコードを格納したことを特徴と
している。記憶媒体は本発明を構成する。かかるプログラムコードを記憶する記憶媒体と
しては、例えばフロッピーディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、Ｃ
Ｄ-ＲＯＭ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ等を用いることができる。
【０１４２】
また、コンピュータが供給されたプログラムコードを実行することにより、上述の実施の
形態で説明機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードがコンピュータにおいて
稼働しているＯＳ（オペレーティングシステム）或いは他のアプリケーションソフト等の
共同して上述の実施の形態で示した機能が実現される場合にもかかるプログラムコードは
本発明の実施形態に含まれることは言うまでもない。
【０１４３】
更に、供給されたプログラムコードがコンピュータの機能拡張ボードやコンピュータに接
続された機能拡張ユニットに備わるメモリに格納された後、そのプログラムコードの指示
に基づいてその機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵ等が実際の処理の一部
または全部を行い、その処理によって上述した実施の形態の機能が実現される場合にも本
発明に含まれる。
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【０１４４】
【発明の効果】
　本願発明によれば、推薦度を設定したい番組を番組表画面の中からユーザが自由に複数
選択し、選択した夫々の番組に対して推薦度の設定を簡単に行うことが可能である。特に
、推薦度の設定を行うにあたり、番組表画面が表示されているので、番組に関する情報を
把握することが容易であるとともに、当該番組の裏番組などとの関係も即座に理解できる
ため、推薦する番組の選択を非常に簡単に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】表示システムの構成を示すブロック図である。
【図２】お勧め番組のエクスポート処理の手順を示すフローチャートである。
【図３】通常の番組選択処理のイメージを示す図である。
【図４】お勧め番組の直接選択処理のイメージを示す図である。
【図５】番組直接指定エクスポートフォーマットを示す図である。
【図６】検索条件指定エクスポートフォーマットを示す図である。
【図７】インポートＥＰＧ選択画面のイメージを示す図である。
【図８】お勧め番組インポート処理の手順を示すフローチャートである。
【図９】適合性チェック後のインポート処理の手順を示すフローチャートである。
【図１０】お勧め度別ソート表示イメージを示す図である。
【図１１】ジャンル別ソート表示イメージを示す図である。
【図１２】料金制限別ソート表示イメージを示す図である。
【図１３】インポートＥＰＧ画面選択表示イメージを示す図である。
【図１４】インポートＥＰＧ画面の生成処理の手順を示すフローチャートである。
【図１５】インポートＥＰＧ画面を示す図である。
【図１６】インポートＥＰＧ画面を示す図である。
【図１７】インポートＥＰＧ画面の生成処理の手順を示すフローチャートである。
【図１８】インポートＥＰＧ画面を示す図である。
【図１９】インポートＥＰＧ画面を示す図である。
【符号の説明】
１　選局部
２　復調部
３　分離部
４　映像・音声処理部
５　画面合成部
６　番組情報抽出部
７　制御部
８　画面生成部
９　ＲＯＭ
１０　メモリ部
１１　表示デバイス
１２　ＩＲ受信部
１３-ａ　リモートコマンダ
１３-ｂ　キーボード
１４　モデム制御部
１５　インターネット
１６　ＷＷＷサーバー
１７　ＤＴＶ受信器Ｂ
１８　ＤＴＶ受信器Ｂ
１９　周辺制御部
２０-ａ　パソコン
２０-ｂ　デジタルカメラ
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【図１５】

【図１６】

【図１７】
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【図１８】

【図１９】
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